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Ⅰ ロータリーの重点分野
①平和と紛争予防／紛争解決
②疾病予防と治療
③水と衛生
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率向上
⑥経済と地域社会の発展

Ⅱ RI戦略計画のビジョン
①クラブのサポートと強化
②人道的奉仕の重点化と増加
③公共イメージと認知度の向上

Ⅲ RI戦略計画の中核となる価値観
奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ

Ⅳ 会員増強
会員数120万人を2015年までに130万人まで増加

2820地区目標
地区テーマ　「新しい奉仕活動への挑戦」

RIテーマ「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」

１．ロータリー財団の幕開け（未来の夢計画実施年
度のスタート、中・長期計画）

　　２．会員増強と退会防止（各クラブ純増１名以上）
　　３．ポリオ撲滅（残るは、アフガニスタン、ナイジ

ェリア、パキスタンの３ヶ国）
　　４．会長賞にチャレンジ（会員増強の推進・ロータ

リー財団を通じた人道的奉仕の充実・ロータリ
ーファミリーを通じたネットワークの強化）

　　５．公共イメージと認知度の向上
　　６．ロータリー財団の寄付　１人150ドル
 　　（内訳：ロータリー財団 130ドル、ポリオ・プラス 

　20ドル）
　　ベネファクター　1,000ドル 各クラブ１名以上
　　米山記念奨学金　寄付目標 １人25,000円以上

ロータリー
財団月間

　水戸市の七ツ洞公園の一角に「秘密の花苑」があります。
　レンガと生垣に囲まれた静かな空間です。イギリスの伝統的な造園技法を用いた植栽により、季節
感とその色彩を色濃く映し出しています。2,000㎡に及ぶ庭内にはビクトリア調のパーゴラやクラシ
ックなベンチもあり、幻想的な雰囲気を醸し出しています。
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RI第2820地区ガバナーメッセージ

　これまでの大半のロータリアンの皆様に
とってロータリー財団についてのイメージ
は「寄付を求められる団体」というものでは
なかったかと思います。毎年現金100ドル以
上の寄付をして「財団の友」となり現金と認
証ポイントの合計で寄付累計が1,000ドル以
上となると「ポール・ハリス・フェロー」と
なって、以降はマルチプルとなるということ
については馴染みがありますし、またポリオ
撲滅キャンペーンが始まってからはポリオへ
の寄付も馴染みの深いものとなっておられる
事と思います。しかし、ベネファクター（現
金1,000ドル以上の寄付）、ポール・ハリス・
ソサエティ（毎年1,000ドル以上）、大口寄
付者（メジャー・ドナー：現金累計10,000
ドル以上）となると少し馴染みが薄くなる感
じでしょうし、何より、ロータリー財団がど
のようなプログラムをもって活動しているの
かということについては、多くの情報が提供
されていてもなかなか関心が薄かったのでは
ないでしょうか。
　そのような関心の薄かった分野として、私
達が寄付した資金の一部が還元されてくる補
助金制度があったと思います。この分野で新
補助金システムに移行するため「未来の夢計
画」が始まり、私の年度がその実施年度とな
りました。そして、このことで、ロータリア

ンの皆様には補助金システムについての関
心・興味を持っていただけるようになったも
のと思います。
　この補助金制度は、私達ロータリアン自身
が単にお金を寄付するという「受身の形」で
ロータリー財団に関わるのではなく、地区補
助金やグローバル補助金などとして私達に還
元される資金を活用して「積極的な形」で奉
仕活動を行うものですので、補助金を活用し
ていただくということは、とても重要なこと
です。「もらえるお金があるから、もらわな
くては損だ」ということではありません。
　ロータリー財団の標語は「世界でよいこと
をしよう」であり、ロータリー財団の使命
は「ロータリアンが、人々の健康状態を改善
し、教育への支援を高め、貧困を救済するこ
とを通じて、世界理解、親善、平和を達成で
きるようにすること」です。この究極の目標
達成のために大いに寄付をし、そして大いに
地区補助金を受けて地域や世界への働きかけ
をし、さらにはグローバル補助金でより世界
によいことをしていただくことで、ロータリ
ークラブの存在を地域や世界に認識してもら
いたいと願っています。
　これからもロータリー財団へのご協力と参
加を宜しくお願いいたします。

長谷川國雄

国際ロータリー第2820地区
2013-2014年度　ガバナー

（水戸南）

～ロータリー財団月間によせて～
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カウンセラーメッセージ

　11月は「ロータリー財団月間」です。こ
の期間中、財団の奨学金事業及び人道的諸事
業についての知識と理解を深め、財団の推進
に役立つプログラムを実施する事が奨励され
ています。 
　今世紀に入り国際ロータリーとロータリー
財団の全世界における活動は、益々その重要
性を増してきています。
　ロータリー財団の正式名称は、「国際ロー
タリーのロータリー財団」で国際ロータリー
と法的に組織は違ってもその目的、使命、活
動は両者一体のものであります。
　ロータリー財団では、奉仕活動と資金調達
が車の両輪です。この両者があって始めて「世
界でいいこと」すなわち健康状態の改善、教
育の支援向上、貧困や飢餓の救済等を通して
世界理解と親善、平和への貢献という私達の
目的を達することが出来るのです。
　私達は、この奉仕活動を充実し増進するに
は資金調達が必須です。奉仕活動と資金調達
は車の両輪であると言うことを充分理解し、
そして実行する必要があります。　
　1917年、アーチC.クランフRI会長によっ
て創立された財団も100年を目の前にしてい
ます。その間幾多の変遷を重ね「未来の夢計
画」が始まりました。「未来の夢計画」とは
新しい３つの補助金システム（地区補助金・
グローバル補助金・パッケージグラント）を
利用して、持続可能な「６つの重点分野」に

焦点をあてた大型のプロジュクトを行おうと
いうもので、３万ドル以上の事業規模になり
ます。
　では「６つの重点分野」とは何でしょうか。
それは下記の通りです。
① 平和と紛争予防/紛争解決
② 疾病予防と治療
③ 水と衛生
④ 母子の健康
⑤ 基本的教育と識字率向上
⑥ 経済と地域社会の発展

　ロータリー財団は、皆様の寄付によって存
在しています。皆様の一人ひとりの寄付が世
のため、人のためになります。
　下記の寄付を通して財団の目標達成とさら
なる上積み、そして寄付ゼロクラブがないよ
うご協力をお願いいたします。
◦個人寄付⇒150ドル以上（年次基金寄付

130ドル、ポリオプラス20ドル）
◦クラブ寄付⇒周年行事、チャリティー、バ

ザー等
◦法人寄付⇒税の優遇措置があります
◦ベネファクター⇒1,000ドル寄付者、各ク

ラブ１名
◦ポール・ハリス・ソサエティへの入会⇒今

財団が一番力を入れているプログラムで、
毎年財団に1,000ドル寄付を約束します。

皆様のご協力をお願いいたします。

山崎　清司

～ロータリー財団月間によせて～

（古河東）

ロータリー財団
担当カウンセラー兼総括委員長
パストガバナー
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委員長メッセージ

1、 はじめに
　「未来の夢計画」の初年度である2013−
2014年度は、各クラブとも新しい補助金モ
デルへのご理解と積極的な取り組みにより、
順調なスタートを切ることが出来ました。
　地区ロータリー財団委員会は、新しい補助
金モデルへの円滑な移行を図るための施策と
して、出前卓話、資金管理セミナー、IM、
地区補助金申請書書き方講習会等々様々な機
会を捉えて「未来の夢計画」への円滑な移行
を図ってまいりました。
　紙面の制約もあり、ここでは計画年度にお
ける地区補助金の申請実績とグローバル補助
金への取り組み状況を報告させていただきま
す。
2、 地区補助金について
　大幅に増額となった地区補助金について
は、地元におけるロータリーの公共イメージ
向上を目指して、地元奉仕プロジェクトに優
先活用を勧奨してまいりました。
　その結果、地区内58クラブ中51クラブか
ら地区補助金の申請があり全件承認となりま
した。補助金も８月20日に全申請クラブに
送金手続きを完了致しました。今後は申請通
りのプログラムを計画通り実施し、終了後は
速やかに終了報告書の提出をお願い致します。

　本年度は前年度計画されたプロジェクトの
実施年度であると同時に次年度の計画年度で
もあります。
　地区では出来るだけ多くのクラブに地区補
助金の申請を期待しており、前年同様申請サ
ポート策として、2014年３月９日（日）に
資金管理セミナーを兼ねて地区補助金申請書
書き方講習会の開催を計画しております。
3、 グローバル補助金について
　グローバル補助金を活用しての新しいプロ
グラムについて地区の基本的な方針は、これ
まで通りタイ・フィリピン等友好地区からの
要請に対しても適切に対応する一方で、地区・
クラブが保有する人脈を介して実施国のニー
ズを発掘すると云うアグレッシブな姿勢・方
針を打ち出しています。
　また新しいプロジェクトへの対応にあたっ
ては、情報の共有と独立性・公明性を堅持す
るため、都度ロータリー財団地区委員全員に
よる審査会を開催しております。
　グローバル補助金に関するご質問・情報の
提供については、各分区内に配置しておりま
す２名のロータリー財団地区委員までご相談
下さい。

百目鬼博行

～ロータリー財団月間に因んで～

（下館）

ロータリー財団補助金委員長
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事務所
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国際ロータリー第2820地区
ガバナーエレクト

ガバナーエレクト事務所開設のごあいさつ

藤居　彰一（日立）

　2012年10月に国際ロータリー第2820地
区ガバナー指名委員会より、ガバナーノミニ
ー確定宣言を受け、2013年７月１日よりい
よいよガバナーエレクトの任に就くことにな
りました。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
　さて、この度、９月11日よりガバナーエ
レクト事務所を日立市内に開設いたしました
ので、ご案内申し上げます。開所式につきま
しては、長谷川ガバナーと同様に地区の皆様
をお招きして開催することは差し控えさせて
いただきましたことをご了承お願いいたしま
す。
　エレクト事務所につきましては、日立ロー
タリークラブ会員が経営し、かつ当クラブの
例会場ともなっています「ホテル天地閣の２
階に設けました。事務所の面積は約11坪、
打合せ用のテーブルセットも置け、手ごろな
広さです。始めての方は、ホテル天地閣のフ
ロントにお声をかけて下さい。駐車場はホテ
ル天地閣の駐車場をご利用いただけます。
　事務所には、益子敬子さんが事務員として
勤務しておりますが、年末にはもう１名増員
する予定です。
　2014年７月１日からは引き続きガバナー
事務所とな
りますが、
今後2年間、
本事務所を
ガバナーエ
レクト、ま
たガバナー

としての活動の拠点として、ロータリーの目
的（綱領）の推進に精進してまいりますの
で、第2820地区の会員の皆様の絶大なるご
指導、ご協力を賜りますようお願い申し上
げ、開所のごあいさつとさせていただきます。
　尚、連絡先は次の通りです。
　　住　所：〒317-0074
　　　　　　日立市旭町２－６－13
　　　　　　ホテル天地閣　２階
　　電　話：0294－33－7874
　　ＦＡＸ：0294－33－7875
　　Ｅ-mail：14-15@rid2820.jp
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ガバナー公式訪問報告

　長谷川國雄ガバナーをお迎えして、９月４
日（水）、当クラブの公式訪問が開催されま
した。始めに、見学地としてアラカシの木の
記念植樹の地にいきました。それではここで、
アラカシの木の由来を紹介します。ロータリ
ーの友の短歌欄に記載された宮崎県延岡中央
クラブ中村広茂会員夫人の短歌が縁で、佐賀
県立歴史博物館より縄文アラカシの子孫の種
を譲與された。このアラカシの実は佐賀県「坂
ノ下遺跡」で食料貯蔵の穴から出土したもの
で、放射性炭素を使用した年代測定の結果、
約四千年前のものと判明した。石岡クラブの
有志が育苗し、国際ロータリー百周年を記念
して本年定植し、縄文アラカシの森として、
次世代の市民に豊かな古代のロマンと憩いの
森へと育ち行くことを願うものである。と碑
に記されています。次に、市内の婦人会（約
20～30名）の方々と毎年梅を収穫して交流
を深めています梅園に行き、ガバナーには、
今年収穫した梅で作った、梅ぼしと石岡の名
酒をお持ち帰りいただきました。
　無事会場に戻り、クラブ現況報告書をもと
に11時から事前協議会が始まり、緊張感の

中にも和やかな雰囲気の中、無事終了し、例
会では長谷川國雄ガバナーに国際協議会での
内容をわかりやすく説明していただき、その
中で自分としてこれから何が出来るかを考え
させられました。クラブ協議会に入り、各委
員長の今年度の計画と抱負を発表し、それに
対しガバナーよりそれぞれ、きめ細やかな寸
評をいただき、その中で会員増強について指
摘されました。当クラブも、毎年会員数の減
少が止まらず悩んでおりますが、メンバー全
員で頑張っていこうと思っております。
　そして、懇親会は皆様方と親睦を深めるこ
とができ公式訪問を終了することが出来まし
た。
　今年度はスタートして２ヶ月あまりです
が、残されたスケジュールを気を張っていく
つもりです。今回公式訪問に来て下さいまし
た長谷川國雄ガバナー、水口二良地区幹事、
根本　次地区副幹事、青柳廣則ガバナー補佐、
武川敏夫セクレタリーの方々からのご指導を
感謝申し上げ、長谷川國雄ガバナー公式訪問
の報告とさせていただきます。

中村　浩美
石岡ロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　朝から小雨模様の９月５日木曜日、長谷川
ガバナー、第６分区青柳ガバナー補佐をお迎
えして公式訪問が行われました。
　ご到着後早速、会長、幹事、副会長、副幹
事とともに午前中の協議会に入りました。現
況報告書に沿ってガバナーからお話があり、
少人数のクラブながら出席率の良いことや、
年齢構成が理想的であることなどしっかりと
運営されているとのお褒めの言葉をいただき
ました。しかしながら我がクラブ最大の課題
である会員の増強は急務であり、ガバナーか
らもその方策について他クラブの取り組みな
どもご紹介頂きいろいろとご指導頂きました。
　例会ではガバナーから卓話としてサンディ
エゴの国際協議会で行われたガバナー研修の
様子や、今年度のRIテーマ、ガバナー方針
を、パワーポイントを使用し分かりやすく説
明していただきました。引き続いて行われた
クラブ協議会では、RIテーマ、地区目標、
石塚会長方針に沿って各委員長から発表され
た事業計画に対して、ガバナーより的確なア
ドバイスと暖かい励ましの言葉をいただきま
した。またその中でガバナーは会員増強と財
団に対する熱い思いを語られました。会員一
同もしっかりその思いを受け取らせて頂きま
した。今後一層、地域に密着した社会奉仕を

展開し、また地域行事に積極的に参加するこ
とによって我がクラブの存在を地域にアピー
ルし、それを会員増強へとつなげいく所存で
す。また、少人数クラブ故、厳しい財政状況
で会員個人にかかる負担は大きいのですが、
財団寄付は是非とも目標をクリアしたいと思
っております。
　その後の懇親会でも和やかで、笑いに満ち
た楽しいひと時を過ごすことができました。
今回の公式訪問では、ガバナーの温厚で人間
味溢れるお人柄もあり、大変有意義な一日を
過ごすことができました。会員一同、心より
感謝申し上げます。まだまだ公式訪問が続き
ます。ガバナーにおかれましては、ご健康に
留意され、ますますご活躍されますことを祈
念申し上げ、報告とさせていただきます。

稲本　義則
かすみがうらロータリークラブ

　幹事　
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日立ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　９月10日（火）、長谷川ガバナー、水口地
区幹事、塩沢地区会計長、水越副幹事をお迎
えして、日立中央ロータリークラブとの合同
によるガバナー公式訪問が開催されました。
10時30分に両クラブの役員と、特に今年度
は藤居ガバナーエレクト、鈴木地区幹事、武
士地区資金委員、木曽ロータリーの友委員に
も加わっていただき、長谷川ガバナーをお迎
えしました。
　到着後記念写真撮影を行い、その後日立中
央ロータリークラブの会長幹事協議会、クラ
ブ協議会が午前中に実施され、12時30分よ
り合同例会が日立中央ロータリークラブ青木
会長の点鐘で始まりました。両クラブ会長挨
拶の後、長谷川ガバナーから卓話をいただき
ました。「108年のロータリークラブ歴史の
中で今変革の時であるが、変わって良いもの
と変えては良くないものがある。曲がり角と
言われているが道標ができた。それは未来の
夢計画である、一般の人々にロータリークラ
ブ事業を解りやすくしロータリークラブの認
知度を高めるチャンスである。」とのお話し
をはじめ貴重な内容でした。
　その後30分間の日立ロータリークラブ会
長幹事協議会が行われ、クラブ協議会へと進
みました。
　クラブ協議会では、会員組織委員会に対し
て新会員へのオリエンテーション・説明の重
要性や、女性会員の確保について詳細な助言
をいただき、会報・雑誌委員会には隠れたベ
ストセラーと言われているロータリーの友

を、例会時に特に紹介したいページがあれば
取り上げてみる。さらに親睦委員会には忘年
会・新年会などを家族例会とし、ロータリー
クラブを家族に理解してもらう機会にするな
ど、多くの貴重な助言をいただき、あっとい
う間に1時間が経過してしまいました。
　長谷川ガバナーにとって大変ハードなスケ
ジュールの最後、ガバナーを囲んでの懇親会
が始まりました。まず最初にガバナーから合
同公式訪問の感想をいただき、藤居ガバナー
エレクトの乾杯の後、緊張が解け和やかな雰
囲気となりました。
　長谷川ガバナーの穏やかなお人柄が両クラ
ブの会員に伝わったのか、次から次へと杯を
片手にガバナーを囲んでの懇談が最後まで続
き、両クラブ会員総立ちで感謝の拍手でお見
送りしました。日立ロータリークラブと日立
中央ロータリークラブにとって意義あるガバ
ナー公式訪問となりました。
　ガバナーをはじめ、おいでくださいました
地区役員の皆様ありがとうございました。

大窪　修二
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日立中央ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　９月10日（火）、長谷川國雄ガバナー、田
所光政ガバナー補佐（日立北RC）、水口ニ良
地区幹事、塩沢富夫地区会計長、水越光男地
区副幹事をお迎えして、当クラブのスポンサ
ークラブである日立ＲＣと合同のガバナー公
式訪問を開催いたしました。　
　両クラブの正副会長幹事・パスト会長がお
迎えする中、長谷川ガバナーご一行が、10
時30分に例会場の天地閣に到着されました。
　日程は、
　10：40～11：10　当クラブ正副会長・幹事
　　　　　　　　　　との協議会
　11：20～12：20　当クラブ クラブ協議会
　12：30～13：30　合同例会
　13：30～13：45　写真撮影
　13：45～15：25　日立ＲＣ正副会長・幹事
　　　　　　　　　　との協議会、クラブ協
　　　　　　　　　　議会
　15：30～17：30　合同懇親会　
　としました。　
　10時40分から始めた正副会長・幹事協議
会では、長谷川ガバナーより当クラブの「出
席率100％、会員増強、及び会員の年齢構成
のバランス」「小数会員でのまとまりある活
動」「奉仕活動は若い感覚が必要である」「第
2800地区山辺ＲＣとの交流」等について、
また、田所ガバナー補佐からは「非常に友好
的なクラブであり、出席率100％はすばらし
い」など、ご両人よりお褒めの言葉を頂戴し、
また、有意義な意見交換をさせていただき、
今後のクラブ活動に大いに参考になりました。
　11時20分からクラブ協議会に入り、冒頭
ガバナーより「RCも創立108年を迎える、
変革の年である。変えないものは目的、変え
るべきものは手段（活動のやり方）」「ポリオ
の次の新しい奉仕活動が必要である」「専業
主婦（主夫）等の配偶者の会員増強へのお願
い」などのご挨拶があった。その後各委員長
からの活動計画の報告に対し、「地区補助金

の申請と活用」「ロータリ財団への寄付のお
願い」「こども電話110番のチラシ配布によ
り、青少年の育成への貢献」「ひたち郷土か
るた大会の継続的開催」「山辺ＲＣとの交流」
等、それぞれ要点を的確にご指導頂き、充実
した意見交換をさせていただきました。ガバ
ナーの熱き心・誠意あるご指導で、有意義な
協議会になりました。
　合同例会は12時30分より始まり、12時50
分より13時30分迄、ガバナーより国際協議
会の様子と今年のＲＩテーマ、ＲＩの優先項
目、会員増強、2820地区目標、さらには会
長賞等の説明があり、非常に理解を深める事
が出来ました。
　15時30分からの合同懇親会では、お酒を
好み穏やかなガバナーのお人柄を拝見するこ
とができました。また、2クラブの合同懇親
会でしたので、お互いに親しく会話ができ、
出会いもあり、賑やかに楽しく過ごすことが
できました。長谷川ガバナーをはじめ、田所
ガバナー補佐、水口地区幹事、塩沢地区会計
長、水越地区副幹事には、ハードなスケジュ
ールの中、最後までお付き合い頂き有り難う
ございました。最後になりましたが、日立Ｒ
Ｃの田口会長・大窪幹事・会員の皆様には、
大変お世話になり、クラブ一同心から感謝を
申し上げ長谷川國雄ガバナー公式訪問の報告
とさせていただきます。

羽沢　信作
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日立北ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　9月11日（水）、心配された天候も徐々に
回復し晴天のもと、長谷川國雄ガバナー、水
口二良地区幹事、塩沢富夫地区会計長、菊池
秀機地区副幹事、田所光政第一分区ガバナー
補佐を、当クラブパスト会長、会長幹事、会
員合わせて10名でお出迎えをすることが出
来ました。
　早々に、公式訪問会場でありますホテルテ
ラスザスクエア日立の玄関前にて記念写真撮
影を行い、当クラブの社会奉仕委員会担当事
業でもあるホタルの里の見学へと車両2台に
分乗して奥日立きららの里へ向かいました。
車中、ガバナーの御幼少のころのお話等、終
始和やかに過ごすことができました。きらら
の里に到着後、ホタルの里へ御案内してカワ
ニナの育成方法等、当クラブの8年間の整備
事業経過を説明致し、奥日立きららの里の全
貌を車中から御案内致しました。
　その後、一路、例会場へ戻り会長幹事会が
開催されました。ガバナーより退会理由を追
及することによって会員維持につながるとの
アドバイスをいただきました。また、例会の
開催時間を検討することにより出席率向上に
つながっている実例を御指導いただきまし
た。特に女性会員の増強については実質マイ
ナスなしであることには驚きました。短い時
間ではありましたが、会員増強に対するガバ
ナーの熱意を改めて感じ取ることが出来まし
た。
　12時30分より例会が始まり、本日入会し
た吉岡会員の入会式を行い、ガバナーよりバ
ッチの贈呈が行われました。その後、ガバナ
ー研修会、地区の方針、会員増強への熱意の
こもった卓話をいただきました。
　例会終了後、別室にて記念写真撮影が和や
かなムードの中行われました。その後、クラ
ブ協議会へと移りました。協議会においては、

各委員長より活動方針が発表され、特に会員
増強・維持委員長によるサプライズ入会勧誘
書の手渡しには驚きました。また、米山奨学
委員長より、法人寄付の税務上の処理に対す
る質問等、熱のこもった協議会となりました。
ガバナーより各委員会ごとに経験を交えた御
指導をいただきガバナーの人間性が垣間見え
る大変意義深いクラブ協議会となりました。
続きまして、懇親会へと移り話題はやはり会
員増強会員維持のお話に終始し、盛況のうち
に終了することが出来ました。
　終わりに、長谷川國雄ガバナーにおかれま
しては、連日の過密スケジュールにもかかわ
らず、終始和やかな雰囲気で接していただき
ましたことに対しまして当クラブ会員一同感
謝申し上げます。ありがとうございました。

沼田　　満
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水戸東ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　９月12日（木）水戸三の丸ホテルに於き
まして、ガバナー公式訪問が開催されました。
　長谷川國雄第2820地区ガバナー 、池田勇
夫第3分区ガバナー補佐、水口二良地区幹事、
橋本哲地区副幹事、荒川誠司ガバナー補佐セ
クレタリーの5名の方をお迎えし、ガバナー
との協議、クラブ例会、クラブ協議会、懇親
会と大きく4つのブロックに分け進められま
した。
　ガバナーとの協議では、こちらの緊張を察
してか、穏やかに長谷川ガバナーよりお話し
をされ、和やかな気持ちで協議ができまし
た。特に未来の夢計画については高いビジョ
ンを持って財団の資金を利用して頂きたいと
のご指導を賜りました。世界の例会開催時間・
クラブ会員数、2820地区の米山奨学生の国
別内訳等をお教え頂きました。当クラブの現
況報告に対してはロータリー財団、米山奨学
金、にこにこBOXの目標達成、例会出席率
92.06％にお褒めを頂戴いたしました。
　出席率向上について、Ｅクラブが承認され
ておりメークアップも可能であるので利用に
ついて検討するようご指導を得、また、和歌
山県ではＥクラブよりガバナーが選出された
事もお教え頂きました。
　クラブ例会では、卓話の時間に長谷川ガバ
ナーより記念講演を賜りました。アメリカで
の研修会の様子や、ＲＩ会長の方針・強調事
項、地区方針等をパワーポイントを使用しな
がら解り易いお言葉でご説明頂きました。
　クラブ協議会では、委員会毎に報告をさせ
て頂き、随時ガバナーより丁寧なご指導を頂
戴いたしました。会員増強については、退会
した会員に対してのフォローと再入会時の対
応についてと、会報についてはペーパーレス
等を考え、経費削減を検討するようにとのお

言葉を頂戴いたしました。
　その他、当クラブ独自の「21世紀ビジョ
ン研究会」について詳しく説明をさせて頂き
ました。
　ガバナー御一行様を囲んでの懇親会では、
本来であれば、私共がお疲れの長谷川ガバナ
ーにお酌をしなければならないところ、長谷
川ガバナー自らがお席を回り、当クラブの会
員に労いのお言葉をかけながらビールをお注
ぎなっているお姿が大変印象に残り、長谷川
ガバナーの優しく温和なお心遣いに心を打た
れました。
　当日は残暑もぶり返し30℃以上の気温の
中、10:30より17:30までの長時間で分刻み
のタイムスケジュールの中、長谷川ガバナー
におかれましては大変お疲れであった事と存
じますが、常に笑顔でのご対応を賜りました
こと、そして何よりもクラブ運営に対し様々
なご指導を頂戴しましたことに感謝申し上
げ、今後のクラブ運営に必ず役立てていきた
いと思います。

槐　登志夫
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土浦中央ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　9月18日（水）長谷川ガバナー、青柳ガバ
ナー補佐、米田地区副幹事、江橋ガバナー補
佐セクレタリーをお迎えし、ホテルマロウド
筑波にて予定通り公式訪問が進行されました。
　役員協議会においてはコミュニケーション
を大切にしたいとの長谷川ガバナーのご意向
のもと、アットホームなムードの中で親切丁
寧なご指導をいただきました。会員増強、公
共イメージと認知度の向上、例えば「ロータ
リーの友」を公共の場所に設置し多くの人に
ロータリーを知って頂く、広告媒体を通して
魅力あるクラブ活動を若者や女性へPRする、
等具体的なアドバイスもいただきました。
　役員協議会終了後、定刻通りの例会開催と
なりメンバーの緊張の中ガバナーの入場とな
りましたが、お人柄のゆえすぐに和やかな雰
囲気に変わりました。昼食終了後ガバナーの
卓話をいただき、記念写真撮影、そしてクラ
ブ協議会へと場所を移しました。各委員会か
らの事業計画に従い、一つ一つの案件に対し
て丁寧なアドバイスを頂戴しました。

　当クラブでは地区補助金事業といたしまし
て小町の里（朝日トンネル下のポケットパー
ク）に数カ年の計画で藤棚を増設し市へ寄贈、
ポケットパークの清掃や草刈りを行う予定で
あること、リトルシニア野球大会を毎年支援・
開催し前年度には関東近郊18チームもの子
供達が参加したことを高く評価していただき
ましたことを誇りに思います。
　懇親会ではメンバーひとりひとりにお声を
かけていただき、最後までおだやかな笑顔を
絶やさず温厚なガバナーに緊張もほぐれ、有
意義な一日を過ごすことができました。
　最後に、長谷川ガバナーはじめ役員の皆様
にはまだまだ忙しい日々が続くかと思います
が、ご健康に留意され今年度のご活躍を祈念
して報告とさせていただきます。

矢内　達也



14 RID2820 ◎ 2013-2014 No.5

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER 05

日立港ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　9月19日（木）に、長谷川國雄ガバナーと
篠原勉地区副幹事、田所光政ガバナー補佐を
お迎えしてガバナー公式訪問が行われました。
　昨年と一昨年は、日立南ＲＣとの合同例会
として開催してきましたが、本年は当クラブ
単独での開催となりました。
　10時30分に当クラブ例会場にパスト会長
をはじめ会長、幹事等でお迎えしましたが、
当日はクールビズに統一し、ガバナーご一行
にもご協力頂きました。玄関での記念撮影後、
会長、会長エレクト、幹事による「ガバナー
への報告・協議」でスタートしましたが、堅
苦しくない世間話から入って頂き、私達への
語り口や話の内容など、長谷川ガバナーの温
和なお人柄を感じさせるもので、田所ガバナ
ー補佐のざっくばらんな会話のサポートと相
まって、私達は、公式訪問開始時の緊張感が
大変和らげられました。
　12時から「歓迎例会」となり、会員21名
に茨城キリスト教学園高校インターアクト
と顧問教諭の15名も加わり総員39名で開催
されました。食事後にインターアクトの挨拶
とコーラスが披露されてインターアクトは退

室。ガバナーの卓話では、サンディエゴで開
催された国際協議会のご報告があり、ロンＤ．
バートンＲＩ会長が掲げたテーマ「ロータリ
ーを実践し　みんなに豊かな人生を」など詳
細に解説頂きました。また、本年度のＲＩの
運営目標や地区の運営目標をお話頂きました。
　14時から16時の「クラブ協議会」では、
各委員長の活動方針の報告の後、ガバナーか
ら個別に親身なアドバイスがあり、総評とし
て出席率やインターアクトとの共同活動で高
評価を頂きましたが、会員増強は年度目標達
成に甘んずることなく更なる努力をしてほし
いこと、「未来の夢計画」の活用で活動の更
なる拡充などのご指導を頂きました。また、
ガバナー補佐と地区副幹事からも講評を頂い
て、今後の活動に大変参考となりました。
　16時過ぎから「歓迎懇親会」となり、ガ
バナーを囲んで楽しいひと時を過ごすことが
できました。
　ハードなスケジュールの中、ご指導下され
た長谷川ガバナー、篠原地区副幹事、田所ガ
バナー補佐に感謝申し上げます。

鈴木啓二朗
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古河ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　９月20日金曜日、当日は秋晴れとはいか
ず曇天で少々蒸した日となってしまいました
が、長谷川國雄ガバナー、関口哲勇ガバナー
補佐、水口二良地区幹事、深谷智地区副幹事
をお迎えして、古河ロータリークラブの公式
訪問がスタートいたしました。
　午前10時15分、当クラブのチャーターメ
ンバーであり、今年91歳になられる岩﨑パ
スト会長を筆頭に、在籍する歴代パスト会長
が全員が出席してお出迎えをするという古河
クラブの恒例をもって、お出迎えをさせてい
ただきました。
　午前11時、場所を移動して、会長・幹事・
会長エレクト・副幹事と事前協議がクラブ現
況報告書に基づいて行われました。終始和や
かな雰囲気の中での協議ではありましたが、
ガバナーの的確なご助言・ご指導には一つ一
つ重みを感じ出席しているもの皆「ウン、ウ
ン」と納得しておりました。
　その後、極めて短い時間ではありましたが、
市内で最も高い建造物である28階建て高層
マンション最上階からの市内展望など、会長
エレクト・副幹事が市内のプチ案内させてい
ただきました。
　午後0時30分、例会
場に会員一同の拍手で
ご入場いただき、点鐘
で例会が始まりまし
た。例会時の卓話では、
プロジェクターを使用
し、大変わかりやすく
ご説明をしていただき
ました。「ヘー、ほー」

と感心しながらの例会であったためか、いつ
になく短く感じられた例会でした。
　午後2時、クラブ協議会。この協議会でも
極度の緊張もなく、各委員長の発表に対し大
変わかりやすく、丁寧にご指導いただきまし
た。実質二時間という限られた時間ではあり
ましたが、各委員長にとっても古河クラブに
とっても実り多き時間となりました。
　午後5時、場所を移動して「長谷川國雄ガ
バナー歓迎パーティー」を開催。
　ここでも、ガバナーの人柄が手伝ってか、
終始和やかな雰囲気で、話は弾み、時をも忘
れてしまうほどの楽しい一時を過ごすことが
できました。
　長谷川ガバナーと当クラブ会員との親睦が
深められましたこと、会員一同感謝申し上げ
る次第です。長谷川ガバナーのご助言・ご指
導を忘れずに、これからのクラブ活動を展開
していきたいと思います。
　最後になりますが、長谷川國雄ガバナー、
関口哲勇ガバナー補佐、水口二良地区幹事、
深谷智地区副幹事の益々のご活躍を御祈念い
たしまして、古河ロータリークラブのガバナ
ー公式訪問の報告とさせていただきます。

高野　　健
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北茨城ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　９月24日（火）長谷川ガバナー、田所ガ
バナー補佐、米森地区副幹事、亀山地区副幹
事をお迎えして第一分区で最後のガバナー公
式訪問を開催いたしました。長谷川ガバナー
には、茨城県最北の地まで水戸より早朝ご出
発いただきありがとうございました。
　長谷川ガバナーは、10時に公式訪問会場
であります五浦観光ホテル大観荘にご到着さ
れました。当クラブ篠原会長、村田副会長、
平賀理事、村山理事、小宅理事、鈴木幹事で
お出迎えいたしました。
　10時30分より長谷川ガバナー、田所ガバ
ナー補佐、米森地区副幹事、亀山地区副幹事、
当クラブより篠原会長、村田副会長、鈴木幹
事での事前協議会に入り、当クラブについて
ご指導いただきました。特に、会員増強・会
員の退会防止・例会の時間帯の再
検討について熱心なご指導をいた
だきました。
　12時30分より例会が始まり、
長谷川ガバナーからプロジェクタ
ーを使いＲＩ会長の基本方針・国
際協議会報告・国際協議会の感想
をわかりやすくご指導いただきま
した。例会が終わり、１時40分、
長谷川ガバナーを囲んでの写真撮
影の後、２時よりクラブ協議会が

開催されました。当クラブ各委員会方針・事
業計画に対し適切なご指導を委員会ごとにい
ただき、大変わかりやすいクラブ協議会だっ
たと思いました。また、当クラブ各委員長の
前でも会員増強・会員退会防止のご指導をい
ただきました。クラブ協議会の総評として、
当クラブの「クラブ奉仕Ⅰの分類を少し考え
た方が良いのではないか」との指摘をいただ
きました。今後の課題としてまいります。
　４時10分より同ホテル別会場において懇
親会が開かれ、長谷川ガバナーの温厚な人柄
に接することができました。
　長谷川ガバナー、田所ガバナー補佐、米森
地区副幹事、亀山地区副幹事、本日の公式訪
問のご指導まことにありがとうございました。

鈴木　俊広
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結城ロータリークラブ
幹事

ガバナー公式訪問報告

　９月25日（水）2013−2014年度国際ロ
ータリー第2820地区ガバナー長谷川國雄様、
地区幹事水口二良様、地区副幹事赤岩賢二様、
そして第５分区ガバナー補佐日向野陽様、セ
クレタリー新井和雄様をお迎えし公式訪問が
行われました。長谷川ガバナーには連日の公
式訪問のお疲れも見受けられずお元気に遠路
結城までお越しいただきました。幹事としま
してはまず公式訪問が無事終了することと現
況報告書にミスプリントがないようにと心が
け、日向野ガバナー補佐と入念に打ち合わせ
御指導を戴きました。結城ロータリーの継続
事業のなかに「結城市健康の森」の活動をこ
れまで歴代のガバナーに御見学を戴きました
が長谷川ガバナーには前年度に御見学済との
事で、省略をいたし、会長幹事会を齋藤会長、
大木パストガバナー、山崎パスト会長、柏会
長エレクト、石嶋副会長臨席のもと行われま
した。会長より各委員会の活動紹介をいたし、
特に国際奉仕活動として「つむぎの郷サウン
ドフェスタ」の後援と国際交流広場の開設、
タイ国パツムワンＲＣ30周年記念式典の参
加、とグローバル補助金事業締結の事、社会
奉仕活動として結城市図書館へ絵本の
贈呈、健康の森事業を中心に御説明を
いたしました。例会では今年度新入会
員の入会式を行いました。松本廣久氏
が入会し、長谷川ガバナー直々にバッ
チをつけて戴き本人も緊張と感激の様
子でした。長谷川ガバナーの卓話を戴
き、パワーポイントを活用され大変解
り易く今年度指針の説明をいただきま

した。クラブ協議会では齋藤会長が座長とな
り、各委員会の計画、報告が委員長から情熱
をこめて説明があり御懇切丁寧な御指導、ご
助言を戴きました。特に大木パストガバナー
より小児の心臓手術の医療機材を支援するた
めのグローバル補助金の説明がありました。
タイの田舎で生まれた赤ちゃんは先天性の心
臓病で死亡する危険度が高く、適切な医療を
受けらず、命を救うため手術機材が不足して
いるとの事、バンコクの子供心臓手術センタ
ーＲａｊｙａｖｉｔｈｉ病院に手術機材を寄
付するためのグローバル補助金ということで
す。懇親会ではガバナーのお人柄同様和やか
に進められ懇親を深め無事終了いたしまし
た。最後に長谷川ガバナー始め地区役員の皆
様、特に５分区日向野ガバナー補佐、新井セ
クレタリーには大変お世話になり厚く御礼申
し上げま
す。御活
躍をお祈
りします。

小貫　隆嗣 　
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取手ロータリークラブ
幹事　

ガバナー公式訪問報告

　９月26日㈭、昨年に続いて取手RCと稲敷
RCが合同でのガバナー公式訪問が実施され
ました。
　昨年は稲敷RCの例会場に、取手RCのメン
バーが移動して行われましたが、今年は取手
RCの例会場である常陽銀行取手支店会議室
に、取手RCの子クラブでもある稲敷RCの森
田秀男会長、岡澤成美幹事はじめ７名の会員
が移動参加した合同例会として実施されまし
た。
　その会場に長谷川國雄ガバナーと第7分区
の大塚令昌ガバナー補佐(水海道RC)、地区
副幹事の鈴木憲一さんと第7分区幹事の古矢
満さんをお迎えして、協議会も同様に行われ
ました。
　上着を着ても暑さを感じないほど凌ぎ易い
中、意義ある時間が享受されました。
　長谷川國雄ガバナーは公式訪問に当たって

「新しい奉仕活動への挑戦」という目標をか
かげられておられます。
　その卓話の中で、今年はロータリーの変革
の年であり、以前は「ロータリーの綱領」と
言われたものが「ロータリーの目的」と、わ
かりやすい言葉に変わったこともその変革の
一つであることを強調されました。
　この公式訪問に先立つ１週間前の例会では
大塚令昌ガバナー補佐から、大事な目標はロ
ータリーの永遠のテーマとも言われる「会員
増強」であり、それとともに「会員の退会防
止」に力をいれていきたいとのお話がありま

した。その具体的な方法として、会員の夫人
の入会や、逆に女性会員の場合はご主人の入
会を勧めて、夫婦でのメンバー増強を図るこ
とも有力な方法ではないかとの示唆がありま
した。
　かくて、公式訪問はわかり易さと具体性に、
長谷川ガバナーと大塚ガバナー補佐の優しい
お人柄が加わり、両クラブのメンバーも和や
かな雰囲気となり、中身の濃い会合として成
果を挙げることが出来ました。
　これを今後のクラブの運営に役立ててまい
りたいと思います。お二人のご指導に心から
感謝申し上げます。

長塚三之介 　
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稲敷ロータリークラブ
幹事

ガバナー公式訪問報告

　平成25年９月26日（木）は公式訪問の日
である。取手クラブとの合同公式訪問は今回
が３度目である。
　当日の会場は常陽銀行取手支店である。会
長幹事は先行してガバナー・ガバナー補佐と
の協議に取手クラブの会長幹事と共に参加した。
　一般会員はそれぞれの車で予定時刻に到着
した。予定時刻には合同例会に参加する両ク
ラブの会員が例会場に参集した。
　ガバナー・ガバナー補佐・両クラブ会長幹
事そろって入場、全員拍手で歓迎した。全員
着席、点鐘と共に合同公式訪問は開始された。
　ロータリーソング斉唱後の両会長のユニー
クな挨拶、ユーモアある挨拶で、緊張感が一
気にほぐれ和やかな雰囲気が醸し出された。
　続いてガバナーの挨拶があり、今年度、地
区の重点項目についての説明があった。
　次いで、記念写真撮影があり休憩をはさん
で協議会に入った。先ず取手クラブの報告で
ある。（取手クラブの報告については省略す
る）次は稲敷クラブの報告である。
　稲敷ロータリークラブの正会員は現在１０
名である。従って、クラブの力量に応じた活
動を指向している。
　第一は財団への、第二は米山への、第三は

「この指とまれ」への協力である。財団への
寄付は稲敷クラブ10年計画の８年目である。
　昨年度｛毎年100ドル｝・｛財団の友｝６回
目のバナーを授与された。今年度は７回目の
認証がされるよう準備している。
　米山への寄付は昨年度地区目標にやや届か
なかったので今年度は達成できるようにした
い。
　「この指とまれ」事業では地区より「国際
功労賞」を受賞したので今年度も協力する。
　稲敷クラブの独自の事業としては、「顕彰
状贈呈」「木工教室」と二つの事業がある。

　顕彰状贈呈事業はこれまで19回実施し、
長期の継続事業となっている。これまでに
94の団体・個人を顕彰しているのでテリト
リー内ではかなり人口に膾炙している。従っ
て、クラブの目玉事業でありクラブ自体がも
っと市民権を獲得できるよう継続してゆくつ
もりである。
　木工教室は小学校児童の学童保育・学年Ｐ
ＴＡへの援助事業として受容されている。今
年度も実施の予定で準備中である。
　その他、稲敷市が主催している、稲敷市と
カナダ、サーモンアーム市との中高生の交換
事業にも協力していく予定である。また昨年
のことになるが森田会長から整備された中古
の乗用車２台が稲敷クラブに寄贈され、それ
がさらにロータリー会員の絆で福島・南相馬
クラブを通して現地のＮＰＯ法人・病院の二
団体に贈呈された。現地の新聞でも報道され
喜ばれた。
　最後にガバナーの穏やかな、的を射た講評
に会員一同納得した次第である。懇親会は和
気藹々のうちに進行し出席者同士の親近感を
深め公式訪問は有意義に終了した。以上が稲
敷クラブからの報告である。

岡澤　成美 　
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結城ロータリークラブ

未来の夢計画のグローバル補助金申請について

　11月は「ロータリー財団月間」です。ロ
ータリー財団は1917年アトランタでの国際
ロータリー年次大会で、アーチ・クランフ会
長が「全世界的な規模で慈善・教育・その他
社会奉仕の分野でより良いことをするために
基金をつくろう」と提案してはじまりました。
それから間もなく100年になりますが、これ
を機会に今年度から新しい「未来の夢計画」
が始まりました。当地区でも既に３年前から、
佐藤衛前財団総括委員長と山崎清司現財団総
括委員長を中心に財団委員会の皆様の指導で
研究会やセミナーが行われて、十分な準備が
なされて来ました。
　財団については素人で、しかも国際奉仕活
動の経験が少ない結城ロータリークラブ（Ｒ
Ｃと略す）が、「グローバル補助金（ＧＧと
略す）」の当地区第１号を申請することにな
りました。その過程で当地区の地区財団活動
資金（ＤＤＦ）を利用させて頂くことになり
ましたので、お礼を兼ねて申請までの経過を
報告致します。
　今年４月16日の日立ＲＣ創立60周年記念
会にタイのパツムワンＲＣから旧知のチャワ
イ・ガバナーノミニー夫妻が参加していて、
パツムワンＲＣ創立30周年記念会への招待
状と記念のネクタイを贈られました。同時に
夫人から是非結城のメンバーも一緒にと招待
状を渡されました。多分大木１人が参加する
のでなく同伴者を誘って下さいということだ
ったと思います。結城ＲＣの例会でその話を
しました。当初は誰も希望しなかったので、

大木　　勲
齋藤　　章

齋藤会長と２人で参加する予定でしたが、最
後は11人で参加することになりました。
　６月１日に田中徹氏を介してチャワイ氏か
らメールが来て、６月４日に古河または７日
の水戸南ＲＣ40周年記念会で、是非大木パ
ストガバナーに話したいことがあるので会い
たいと言うことでした。６月７日少し遅れて
水戸プラザホテルに着くと、チャワイ夫妻が
待っていて、懇親会の席で話したい事がある
ので帰らないでほしいと言う。
　水戸南ＲＣは最もタイを中心に国際交流が
盛んなクラブです。当日はタイから30名以
上のお客さんが参加していて、タイ語と英語
が乱れ飛んでいました。懇親会で挨拶が終わ
って会食が始まって間もなくして、チャワイ
氏がやって来て、タイの友人を紹介したいと
彼らのテーブルへ連れてゆかれ、沢山のメン
バーを紹介されました。そして彼は話し始め
ました。「あなたは医師だから理解してくれ
ると思うが、我々はあなた達と一緒にタイの
心臓病の子供たちを救う活動をしたいので協
力してほしい」という。「心臓病ですか？私
は心臓は専門でないが、脊椎が専門ですので、
脊椎の病気ならタイのマヒドール大学の友人
を紹介するよ」と言いました。「いや病気で
はなくて、手術器械の支援です」と言って、
Ａ４の英文の説明文と手術器具のカタログを
手渡されました。書類を読み始めると、夫人
からは「あなたを頼りにしている」とか別の
タイの会員は「また結城へ行きたい」とか、
いろいろ声をかけられるので、良く考えてみ
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ると言って、自分の席に戻って、書類に目を
通していました。その時に７月から始まる夢
計画のＧＧの事かと初めてよく理解できまし
た。隣に座っている山崎財団総括委員長にＤ
ＤＦ12,000～15,000ドルを地区から出せま
すかと聞きました。「ＧＧの第１号になるか
もしれませんから是非やってみて下さい。地
区からも応援します」と委員長の励ましの言
葉を受けて、再びタイの人たちの席に戻りま
した。「貴方たちの希望は分かった。結城Ｒ
Ｃと相談してＧＧプランが実現出来るよう努
力する」と返事しました。するとタイのメン

バーの一人が大きな袋を持ってきて、結城Ｒ
Ｃの会員へのお土産ですとパツムワンＲＣ
30周年のネクタイ16本を手渡されました。
　それから約４か月間、3350地区とパツム
ワンＲＣの担当各氏とのメールでの連絡が頻
繁に行われ、９月11日に最終案が纏まり、
支援するRajavithi病院の担当医師の承諾が
得られて、ＴＲＦへ登録することになり、全
ての手続が完了したのは９月26日です。
　グローバル補助金の申請の項目を以下に記
述します。

　以上の予算で、2820地区のＤＤＦの負担
率は全体の80.7％になります。山崎財団総
括委員長はじめ委員皆様のご協力に感謝を申

し上げて、初めてのグローバル補助金申請の
報告と致します。 

プロジェクト名：小児の心臓手術の医療器材を支援するためのグローバル補助金
プロジェクトの目的：Rajavithi病院（タイ・バンコク）で必要な心臓手術器材の援助
グローバル補助金番号：ＧＧ1415140
活 動 実 施 期 間：２年間
代 表 連 絡 者：パツムワンＲＣ　Tiraphon Puechamnuay(Sub:Prasart Kiatpaibulkit)
         　　　　   結城ＲＣ　大木　勲（アシスト齋藤章会長、四宮英男国際奉仕委員長）
地区財団委員長：2820地区　山崎清司
　　　　　　　　3350地区　Sirichai Simaskul
地 区 ガ バ ナ ー：2820地区　長谷川國雄
　　　　　　　　3350地区　Prawit Rojkajonnapalai
支援金の予算（米ドル）
　（地区とクラブ） （支援金） 　　　　（ＴＲＦの補助金）
　D3350 　　　　　　　　　DDF 1,820.00  1,820.00
　D2820 　　　　　　　　　DDF 12,850.00 12,850.00
　E-Club Francophone　　 Cash 500.00 250.00
　RC Suntec City　　　　  Cash 1,000.00 500.00
　RC Taipei Lungmen 　　Cash 1,000.00  500.00
　　Total 17,170.00 15,920.00
 　   Grant Request 15,912.09
  　  Grant Total 33,082.09

（注）E-ClubFrancophone はフランス9920地区、　RC Suntec Cityはシンガポール3310地区、 
RC Taipei Lungmenは台湾3520地区、Grant Request がＴＲＦの補助金合計より減少し
たのはバーツへの換金の都合による。
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　９月30日（月）に、茨城県薬物乱用防止
指導員協議会の清田治幸会長、茨城県保健福
祉部薬務課の小林雅枝課長補佐、野口孝係長
が、ガバナーを訪ねて事務所にいらっしゃい

　晩秋の候、ますますご清祥のこととお喜び
申し上げます。
　国際ロータリー第2820地区の皆様方にお
かれましては、平素から薬物乱用防止啓発活
動等に御尽力いただいているとともに、当協
議会の運営に御理解と御協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　さて、現在の薬物乱用の状況は、携帯電話
やインターネットによって、簡単に薬物を入
手できる環境にあることから、薬物への警戒
心が薄れ、乱用者が若年層を中心に一般市民
にまで広がってきていると言われています。
特に昨今は、いわゆる「脱法ハーブ」に代表
される「違法ドラッグ」の乱用が急速に広が
り、覚醒剤や大麻などの乱用に加えて、大き
な社会問題となっています。
　このようなことから、「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動における6.26ヤング街頭キャンペ
ーンをはじめ、高校野球県大会の各球場、国
営ひたち海浜公園で開催される「ロック・イ
ン・ジャパン」での横断幕の掲示、秋の「麻薬・
覚醒剤乱用防止運動」における啓発など、精
力的に啓発活動を実施しております。また、
国連支援募金運動につきましては、昨年度、
募金額が約304万円と全国トップとなりまし
た。これもひとえに関係団体の皆様方の御協
力の賜物と深く感謝申し上げます。
　当協議会といたしましても、引き続き、街
頭キャンペーンや学校の薬物乱用防止教室な
どにより、次代を担う青少年などを中心に、

ました。以下のように、「麻薬・覚醒剤乱用
防止運動」へのご理解とご協力のお願いがご
ざいましたので、よろしくお願い申し上げま
す。

違法ドラッグ等の薬物に関する正しい知識の
普及や規範意識の醸成に努めてまいりたいと
考えております。
　今後とも、貴団体はじめ関係団体と密接に
連携し、薬物乱用撲滅に向けて取り組んで参
りたいと考えておりますので、本趣旨を御理
解のうえ、なお一層の御協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　最後に、貴団体のますますの御発展と皆様
の御健勝、御活躍をご祈念申し上げます。
（茨城県薬物乱用防止指導員協議会長
　清田　治幸）

〈事務局〉
水戸市笠原町978−6
茨城県保健福祉部薬務課内
茨城県薬物乱用防止指導員協議会

野口、山下
　E-mail：yakumu1@pref.ibaraki.lg.jp
　TEL　029−301−3388
　FAX　029−301−3399

麻薬・覚醒剤乱用防止運動ご協力のお願い
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新　会　員
紹　介

ロータリークラブ名
氏　名
入会日
職業分類

水戸西

新井　兼行
2013.9.4
不動産管理

結　城

松本　廣久
2013.9.25
建築設計

古河東

三田　圭子
2013.8.6
不動産

賃貸管理業

大　子

鈴木　俊裕
2013.7.10
金融業

水　戸

宮内　伸一
2013.9.3
総合建設請負

水戸西

入江　清芳
2013.9.18
私立学校

つくばシティ

鈴木　武士
2013.9.4
建設業

芝生生産販売

鹿島臨海

秋山　武久
2013.9.27
不動産業

結　城

佐々木　政彦
2013.7.1
中小企業専門
銀行

水戸東

鴨川　武志
2013.7.4
地方銀行

水　戸

稲毛　一樹
2013.9.10
廃棄物処理

水海道

青木　英男
2013.9.4
繊維製品小売

古河東

松本　幸子
2013.8.6
建設業

つくば学園

山本　敏博
2013.8.22
百貨店
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文 庫 通 信　vol.313
　「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の資料室
です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万３千点を収集・整備し皆様のご利用に備えてお
ります。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピ
ーサービスも承ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。クラブ事務所には
ロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介を致します。

地区大会講演他 より
◎「われらは地球の相乗り客」
　　ジョージ・ミーンズ　1970　1p　
　　（D.365月信）
◎「どこに差があるか？」
　　ジェームズ・コンウェイ1970　1p
　　（D.365月信）
◎「ロータリーの魅力は童心と微笑」
　　塚本義隆　1970　1p　（D.365月信）　　
◎「ホームクラブへ出席がなぜ大切」
　　塚本義隆　1970　1p　（D.365月信）
◎「ロータリーの目的は４つある？」
　　本田博己　2013　2p　（D.2840月信）
◎「『奉仕の理想』ってどういう意味？そして、

　『超我の奉仕』とはどういう関係？」
　　本田博己　2013　4p　（D.2840月信）

◎「職業奉仕とロータリーの魅力」
　　大迫三郎　2013　2p　（D.2730月信）
◎「会員増強月間」
　　沖田哲義2013　1p　（D.2710月信）
◎「幹事心得10箇条」
　　岡村泰岳2013　1p
　　（D.2720地区協議会プログラム）
◎「ロータリー徽章に隠された秘密」
　　山本正治　2013　2p
　　（ロータリーこぼれ話）
◎「国際貢献と二つの奉仕理念」
　　石井良昌　〔2013〕　9p
　　（2680地区研修セミナー講演集）

鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎

〒105－0011　東京都港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル3階
TEL 03-3433-6456　FAX 03-3459-7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館　午前10時～午後5時　　休館　土・日・祝祭日

ロータリー文庫
［申込み先］

ハイライトよねやま163号
2013年10月11日発行

＊＊今月のトピックス＊＊
１．寄付金速報
　　 ― 米山月間へのご協力をお願いします ―
２．アジア学院から米山記念奨学会が表彰され

ました
３．米山月間にこんな例会はいかがですか？
４．留学生感想文コンテストで米山奨学生が最

優秀賞受賞
５．高校で国際交流奉仕活動を実施
　　 ― 東京米山友愛ＲＣ ―
▼その他の記事は、ぜひPDF版をご覧ください。
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
　summary/pdf/highlight163_pdf.pdf 

お詫びと訂正
　月信10月号8ページの「総括委員長メッセ
ージ」におきまして、記述の誤りがございま
した。
◦（誤）クラブ寄付は15千円
　　　　　　　　　　　↓
　（正）クラブ寄付は1人5千円
◦（誤）特別寄付は12万円
　　　　　　　　　　↓
　（正）特別寄付は1人2万円以上
　訂正の上、ご迷惑をおかけいたしましたこ
とをお詫び申し上げます。
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出席報告（2013年-2014年度9月分）9

9 9 9 9
月
入
会

月
退
会

月
入
会

月
退
会

4 100.00 100.00 68 68 0 0 0 0 4 86.58 87.59 40 42 2 0 0 2

4 99.22 95.52 31 34 1 0 0 3 4 82.22 80.29 39 40 0 1 0 1

4 83.34 85.46 28 31 1 0 0 3 4 95.59 90.56 17 17 0 0 0 0

4 87.93 85.33 29 29 3 0 0 0 4 76.35 80.51 38 38 2 0 0 0

4 100.00 100.00 33 36 0 0 0 3 4 84.38 84.59 33 33 1 0 0 0

3 100.00 100.00 39 40 0 1 0 1 4 81.25 86.44 16 16 3 0 0 0

3 100.00 97.22 18 19 2 0 0 1 4 81.52 81.67 29 29 0 0 0 0

95.78 94.79 246 257 7 1 0 11 83.98 84.52 212 215 8 1 0 3

3 77.38 86.22 29 30 1 0 0 1 4 83.67 83.14 26 27 0 0 0 1

4 100.00 99.00 33 34 1 0 0 1 4 75.35 77.48 55 56 6 0 0 1

4 83.06 86.63 34 35 1 0 0 1 4 92.36 92.98 79 77 2 0 1 -2

4 89.11 91.27 30 30 0 0 0 0 4 76.62 76.19 67 68 0 0 0 1

4 77.82 88.19 26 26 3 0 0 0 4 71.96 77.49 34 34 0 0 0 0

4 77.89 84.10 47 49 0 0 0 2 4 95.00 78.33 24 25 2 0 0 1

4 66.67 73.11 17 17 0 0 0 0 4 71.40 73.13 47 49 9 1 0 2

81.70 86.93 216 221 6 0 0 5 4 100.00 90.28 12 12 2 0 0 0

4 80.82 81.54 113 117 0 2 0 4 4 80.83 82.05 16 16 2 0 0 0

4 79.69 77.83 16 17 0 0 0 1 4 75.60 77.64 16 18 3 0 0 2

4 88.61 91.53 70 74 5 2 0 4 82.28 80.87 376 382 26 1 1 6

4 80.70 81.79 85 85 7 1 0 0 4 92.66 91.31 37 38 5 1 0 1

4 100.00 100.00 21 22 0 0 0 1 4 88.42 87.82 54 54 0 1 0 0

4 93.40 94.23 55 56 0 0 0 1 4 75.00 82.11 20 20 1 0 0 0

3 82.67 81.22 26 26 0 0 0 0 3 89.25 91.07 32 32 3 0 0 0

4 80.00 80.00 15 15 15 0 0 0 4 64.28 67.76 6 7 1 0 0 1

85.74 86.02 401 412 27 5 0 11 4 60.00 59.17 10 10 0 0 0 0

4 89.06 87.85 50 56 0 0 0 6 3 71.79 74.91 14 14 3 0 0 0

4 81.20 80.80 39 39 0 0 0 0 4 73.53 74.51 16 17 0 0 0 1

3 83.33 82.98 10 10 0 0 0 0 76.87 78.58 189 192 13 2 0 3

4 84.24 85.43 45 48 12 1 0 3 4 84.70 85.63 18 18 2 0 0 0

4 60.29 67.70 31 31 5 0 0 0 4 87.00 90.67 33 33 0 0 0 0

79.62 80.95 175 184 17 1 0 9 4 73.76 85.51 34 36 2 1 0 2

4 91.67 97.22 18 18 4 0 0 0

4 92.86 89.96 19 21 1 0 0 2

4 84.26 84.57 25 26 0 0 1 1

85.71 88.93 147 152 9 1 1 5

83.96 85.20 1,962 2,015 113 12 2 53

第
2
分
区

古河

古河東

第
3
分
区

第
4
分
区

岩井

古河中央

友部

勝田

合計

地区合計

単位（％）

鉾田

藤代

龍ケ崎中央

単位（人）

合計

第
8
分
区

潮来

鹿島臨海

波崎

鹿島中央

合計

水戸東

牛久水戸さくら

守谷

境

合計

玉造

水戸好文

稲敷

笠間

合計水戸西

第
7
分
区

竜ヶ崎水戸南

水海道

取手

ひたちなか

かすみがうら合計

阿見水戸

つくばサンライズ

石岡８７

土浦中央東海那珂

つくばシティ

那珂湊

第
6
分
区

石岡

常陸太田 土浦

大子 土浦南

大洗 つくば学園

日立北 筑西きぬ

日立中央 岩瀬

合計 合計

高萩 真壁

北茨城 下妻

日立港 しもだて紫水

2013
年
7月1
日

2013
年
当月
末日

うち
女性

累
計
純
増

第
1
分
区

日立

第
5
分
区

下館

日立南 結城

年間
通算
出席率

9月
出席率

うち
女性

累
計
純
増

　
分

区

クラブ名
例
会
数

年間
通算
出席率

2013
年
7月1
日

2013
年
当月
末日

　
分

区

クラブ名
例
会
数

9月
出席率

月

9 月　　出　　席　　報　　告 会　員　増　強　報　告 9 月　　出　　席　　報　　告 会　員　増　強　報　告

出席報告・第2820地区【2013-2014年】



国際ロータリー第2820地区 ガバナー事務所
〒310-0911  茨城県水戸市見和2丁目240-1シャトーアトラス103
Tel.029-353-8089  Fax.029-353-8189
E-mail:13-14@ri2820.net

Information

公式訪問（11月）
11月 １日（金）　鹿島臨海・波崎
11月 ５日（火）　水戸
11月 ６日（水）　大子
11月12日（火）　土浦南
11月14日（木）　水戸好文
11月15日（金）　龍ケ崎中央
11月18日（月）　那珂湊 11月のロータリーレートは１ドル100円です。

ロータリーレート

このコーナーは、茨城新聞のコラム欄『ロータリー情報館』の記事をピックアップして紹介します。

ロータリー情報館

平成25年9月18日（水）茨城新聞 掲載

平成25年9月25日（水）茨城新聞 掲載

平成25年10月2日（水）茨城新聞 掲載

平成25年10月10日（木）茨城新聞 掲載

11月21日（木）　阿見
11月22日（金）　守谷
11月25日（月）　水戸さくら
11月26日（火）　友部
11月27日（水）　水戸西




